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not maternal confidence. Asia Pacific Journal of Public Health. 201703; 29(2_suppl.):139S-150S. 
 
Ito S, Goto A, Ishii K, Ota M, Yasumura S, Fujimori K; Pregnancy and Birth Survey Group of the 
Fukushima Health Management Survey. Fukushima Mothers' Concerns and Associated Factors After the 
Fukushima Nuclear Power Plant Disaster. Asia Pacific Journal of Public Health. 201703; 29(2_suppl.):151S-
160S. 
 
服部 桜, 太田 操. 東日本大震災を体験した福島県開業助産師のゆらぎ. 日本母子看護学会誌. 201702; 10(2):1-
10. 
 
石井佳世子, 後藤あや, 太田 操, 安村誠司, 藤森敬也. 東京電力福島第一原子力発電所事故後の電話要支援

者の特徴と電話相談内容 平成23年度福島県県民健康調査・妊産婦に関する調査を用いて. 母性衛生. 201701; 
57(4):652-659. 
 

著 書・訳 書 

 
 
太田 操 編著. ウェルネス看護診断にもとづく母性看護過程（第3版）. 東京: 医歯薬出版; 201702. 
 
石田登喜子, 枝村浩江, 太田 操, 木村英子, 佐藤恵美子, 齋藤喜美, 鈴木妙子, 箆伊久美子, 渡邉一代. 
第3章 看護過程の実際 事例展開. In: 太田 操 編著. ウェルネス看護診断にもとづく母性看護過程（第3版）. 
東京: 医歯薬出版; 201702. p.31-124. 
 
 
 
 

附属病院長 
 
 

論  文 

 
〔原 著〕 
 
Hoshi K, Matsumoto Y, Ito H, Saito K, Honda T, Yamaguchi Y, Hashimoto Y. A unique glycan-isoform of 
transferrin in cerebrospinal fluid: A potential diagnostic marker for neurological diseases. BBA-General 
Subjects. 201710; 1861(10):2473-2478. 
 
Iwami K, Fujii M, Saito K. Occipital transtentorial/falcine approach, a "cross-court" trajectory to accessing 
contralateral posterior thalamic lesions: case report. Journal of Neurosurgery. 201707; 127(1):165-170. 
 
Matsuda F, Ikeda N, Kajimoto Y, Nonoguchi N, Takeuchi K, Fukumura M, Kawabata S, Furuse M, Sugano 
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T, Sato T, Saito K, Kuroiwa T. Neurosurgical Microscopic Solid Laser-based Light Inhibits Photobleaching 
during Fluorescence-Guided Brain Tumor Removal with 5-Aminolevulinic Acid. Photodiagnosis and 
Photodynamic Therapy. 201712; 20:120-124. 
 
Bakhit MS, Fujii M, Jinguji S, Sato T, Sakuma J, Saito K. Jugular Foramen Collision Tumor (Schwannoma 
and Plasma Cell Pseudotumor), a Probable IgG4-Related Disease. World Neurosurgery. 201706; 102:694.e9-
694.e13. 
 
Iwatate K, Yokoo T, Iwatate E, Ichikawa M, Sato T, Fujii M, Sakuma J, Saito K. Population Characteristics 
and Progressive Disability in Neurofibromatosis Type 2. World Neurosurgery. 201710; 106:653-660. 
 
齋藤 清, 飯島綾子, 岩味健一郎. 頭蓋底再建：合併症を起こさないコツ. Video Journal of Japan 
Neurosurgery. 201704; 25(2):2017. 
 
佐藤 拓, 岸田悠吾, 神宮字伸哉, 緑川早苗, 菅谷芳幸, 喜古雄一郎, 藤井正純, 佐久間潤, 齋藤 清. 診
断に苦慮したACTH産生腫瘍. 日本内分泌学会雑誌. 201710; 93(Suppl.HPT):64-66. 
 
岩楯兼尚, 山田昌幸, 織田惠子, 岸田悠吾, 古川佑哉, Bakhit Mudathir, 神宮字伸哉, 市川優寛, 佐藤 拓, 
藤井正純, 佐久間潤, 齋藤 清. 福島県立医科大学におけるNF1治療に対する取り組み. 日本レックリングハウ

ゼン病学会雑誌. 201705; 8(1):25-27. 
 
伊藤裕平, 市川 剛, 鈴木恭一, 渡部洋一, 織田惠子, 佐藤 拓, 藤井正純, 佐久間潤, 齋藤 清. 院内発症

急性脳主幹動脈閉塞例の検討. 脳神経外科速報. 201707; 27(7):744-750. 
 
過年業績 
 
古川佑哉, 佐藤 拓, 山田昌幸, 織田惠子, 岸田悠吾, 市川優寛, 槇 英樹, 佐久間潤, 齋藤 清. 診断に苦

慮したACTH産生腫瘍. 脳神経外科速報. 201603; 26(3):279-283. 
 
〔その他〕 
 
佐久間潤, 市川優寛, 佐藤 拓, 杉山りさ, 齋藤 清. 福島県における ISLSコース立ち上げの経験と今後の課

題. 日本神経救急学会雑誌. 201706; 29(2):1-4. 
 
佐久間潤, 黒見洋介, 飯島綾子, 齋藤 清. 脳神経外科施設紹介：神経内視鏡を用いた低侵襲手術・頭蓋底外科

手術を積極展開. 脳神経外科速報. 201706; 27(6):612-615. 
 

著 書・訳 書 

 
Sato T, Saito K. In: Sasaki T, Ohkuma H, Kanamaru K, Suzuki M, editors. Neurovascular Events after 
Subarachnoid Hemorrhage. Tokyo: NARUNIA(編集室なるにあ); 2017. p.117-120. 
 
岩味健一郎, 齋藤 清. Transbasal approach. In: 栗栖 薫, 井川房夫, 川原信隆, 後藤剛夫 編著. カダバーと動
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画で学ぶ頭蓋底アプローチ. 東京: 中外医薬社; 201705. p.70-87. 
 

研究発表等 

 
〔研究発表〕 
 
Iwatate K, Yokoo T, Iwatate E, Ichikawa M, Hiruta R, Sato T, Fujii M, Sakuma J, Saito K. Population 
characteristics and progressive disability in neurofibromatosis type2 in Japan. North American Skull Base 
Society 27th Annual Meeting; 20170303; New Olreans, USA. 
 
Saito K. Combined microscopic and endonasal endoscopic surgery for skull base lesions. North American Skull 
Base Society 27th Annual Meeting; 20170303; New Olreans, USA. 
 
Hiruta R, Jinguji S, Fujii M, Iwatate K, Ichikawa M, Sato T, Sakuma J, Tasaki K, Saito K. Jugular foramen 
schwannoma infiltrated by rich plasmacytes: case report of an intracranial tumor with coexisting IgG4-related 
disease. North Amerikan Skull Base Society 27th Annual Meeting; 20170304; New Olreans, USA. 
 
Fujii M, Maesawa S, Futamura M, Hayashi I, Saito K. Intraoperative subcortical mapping of the frontal 
aslant tract in the dominant hemisphere of patients with glioma. 2017 AANS Annual Scientific Meeting; 
20170422; Los Angeles, USA. 
 
Ito Y, Fujii M, Iwami K, Jinguji S, Sato T, Saito K. Occipital transtentorial/falcine approach, a ''cross-court'' 
trajectory to accessing contralateral posterior thalamic lesions. 2017 AANS Annual Scientific Meeting; 
20170422; Los Angeles, USA. 
 
Jinguji S, Fujii M, Ito Y, Ichikawa M, Sakuma J, Saito K. Management of Water Balance Focused on Triphasic 
Diabetes Insipidus for Postoperative Patients with Craniopharyngioma. 2017 AANS Annual Scientific 
Meeting; 20170422; Los Angeles, USA. 
 
Sato T, Suzuki K, Sakuma J, Ito Y, Murakami Y, Jinguji S, Fujii M, Saito K. New intraoperative laser light 
imaging to simultaneously visualize visible light and. 2017 AANS Annual Scientific Meeting; 20170422; Los 
Angeles, USA. 
 
Murakami Y, Takahashi K, Hoshi K, Ito H, Kanno M, Saito K, Nollet K, Yamaguchi Y, Mima T, Hashimoto Y. 
A CSF biomarker for diagnosing spontaneous intracranial hypotension. The 9th Meeting of the Internaional 
Society for Hydrocephalus and Cerebrospinal Fluid Disorders (Hydrocephalus 2017); 20170924; Kobe. 
 
Sato T, Suzuki K, Sakuma J, Ito Y, Murakami Y, Fujii M, Sure U, Saito K. Usefulness of a new intraoperative 
laser light imaging to simultaneously visualize visible light and near-infrared fluorescence for indocyanine 
green angiography. 17th European Congress of Neurosurgery 2017; 20171004; Venice, Italy. 
 
Sakuma J, Sato T, Suzuki K, Bahkit MS, Saito K. Utility of a novel surgical microscope laser light source and 
its application with integrated dual-image videoangiography(DIVA). 13th International Conference on 
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Cerebrovascular Surgery; 20171029; Nagoya. 
 
織田惠子, 伊藤裕平, 蛭田 亮, 古川佑哉, 村上友太, 黒見洋介, 岩楯兼尚, 神宮字伸哉, 市川優寛, 佐藤 

拓, 藤井正純, 佐久間潤, 齋藤 清. 静脈洞血栓症の1年後に硬膜動静脈瘻を発症した1例. 第26回福島県

IVR研究会; 20170121; 福島. 
 
佐久間潤, 伊藤裕平, 藤井正純, 古川佑哉, 岩楯兼尚, 織田惠子, 神宮字伸哉, 佐藤 拓, 齋藤 清. ふら

つきで発症した脳幹部病変の1例. 第6回福島NRカンファレンス; 20170121; 郡山. 
 
市川優寛, 黒見洋介, 飯島綾子, 古川佑哉, 村上友太, 佐藤 拓, 神宮字伸哉, 藤井正純, 佐久間潤, 齋藤 

清. SCS, ITB手術におけるOアームの有用性. 第56回日本定位・機能神経外科学会; 20170127; 大阪. 
 
村上友太, 高橋浩一, 星 京香, 伊藤浩美, 菅野真由美, 齋藤 清, 橋本康弘, 美馬達夫. 髄液バイオマーカ

ーによる特発性低髄液圧症候群の診断. 第18回日本正常圧水頭症学会; 20170204; 福岡. 
 
織田惠子, 伊藤裕平, 蛭田 亮, 村上友太, 黒見洋介, 岩楯兼尚, 神宮字伸哉, 市川優寛, 佐藤 拓, 藤井

正純, 佐久間潤, 齋藤 清. 過灌流症候群を回避できた両側内頚動脈狭窄症の一例. 第3回安達太良頚動脈フォ

ーラム; 20170208; 二本松. 
 
齋藤 清, 岩味健一郎, 山田昌幸, 岩楯兼尚, 佐藤 拓, 市川優寛, 織田惠子, 神宮字伸哉, 藤井正純, 佐
久間潤. 頭蓋内から頸部に及ぶNF1に伴う巨大神経線維腫摘出後にC1C2回施脱臼を合併した小児例. 第33回白

馬脳神経外科セミナー; 20170209; 新潟. 
 
蛭田 亮, 織田惠子, 黒見洋介, 岩楯兼尚, 佐藤 拓, 藤井正純, 佐久間潤, 齋藤 清. 斜台部に発生した外

傷性硬膜動静脈瘻の一例. 第33回白馬脳神経外科セミナー; 20170209; 新潟. 
 
佐藤 拓, 岸田悠吾, 神宮字伸哉, 織田惠子, 緑川早苗, 菅谷芳幸, 藤井正純, 佐久間潤, 齋藤 清. 診断

に苦慮したACTH産生腫瘍. 第17回日本間脳下垂体腫瘍学会; 20170224; 東京. 
 
神宮字伸哉, 佐藤 拓, 岸田悠吾, 市川優寛, 藤井正純, 佐久間潤, 齋藤 清. 全摘出を原則とした小児頭蓋

咽頭腫の治療成績. 第17回日本間脳下垂体腫瘍学会; 20170225; 東京. 
 
佐藤 拓, 伊藤裕平, 藤井正純, 佐久間潤, 鈴木恭一, 田中博朗, 髙津 昇, 菅野哲生, 今井弘志, 齋藤 

清. カラーで見える ICG蛍光血管撮影カメラとレーザー光源を用いた顕微鏡システムの開発とその有用性. 第17
回日本術中画像情報学会; 20170302; 鹿児島. 
 
佐久間潤, 飯島綾子, 岩楯兼尚, 織田惠子, 佐藤 拓, 齋藤 清, 清野真也, 金澤崇史, 高済英彰. MRAに

よる動脈評価のピットフォール －MRAで動脈が途絶した3症例からの教訓－. 第40回日本脳神経CI学会総会; 
20170303; 鹿児島. 
 
飯島綾子, 市川優寛, 蛭田 亮, 村上友太, 神宮字伸哉, 佐藤 拓, 藤井正純, 佐久間潤, 齋藤 清. CTで

は同定され得なかった小児の外傷性眼窩内異物の一例. 第40回日本脳神経外傷学会; 20170310; 東京. 
 
蛭田 亮, 神宮字伸哉, 佐藤 拓, 村上友太, 飯島綾子, 黒見洋介, 織田惠子, 藤井正純, 佐久間潤, 齋藤 



 

－416－ 

清. 減圧開頭術直後に急激なParadoxical brain herniationを来した重症頭部外傷の1例. 第40回日本脳神経外傷

学会; 20170311; 東京. 
 
織田惠子, 古川佑哉, 伊藤裕平, 村上友太, 佐藤 拓, 藤井正純, 佐久間潤, 齋藤 清. 静脈洞交会部硬膜動

静脈瘻の二例. 第42回日本脳卒中学会総会; 20170316; 大阪. 
 
佐藤 拓, 板倉 毅, 鈴木恭一, 佐久間潤, 伊藤裕平, 菅野哲生, 齋藤 清. MEPモニタリングと蛍光撮影の

進歩 －MEPの刺激方法の変遷と可視光／近赤外光同時表示 ICG蛍光血管撮影の開発－. 第46回日本脳卒中の外

科学会; 20170316; 大阪. 
 
佐久間潤, 飯島綾子, 岩楯兼尚, 織田惠子, 佐藤 拓, 齋藤 清, 清野真也, 高済英彰, 金澤崇史, 佐藤孝

則. MRAによる動脈評価のピットフォール －MRAで動脈が途絶した3症例からの教訓－. 第42回日本脳卒中学

会総会; 20170317; 大阪. 
 
藤井正純, 岩味健一郎, 種井隆文, 岩楯兼尚, 市川優寛, 佐藤 拓, 佐久間潤, 齋藤 清. Occipital 
interhemispheric/transtentorial approachの基本と応用 －自験例と cadaveric studyでの検討. 第26回脳神経外

科手術と機器学会; 20170414; 山梨. 
 
飯島綾子, 岩楯兼尚, 藤井正純, 種井隆文, 市川優寛, 古川佑哉, 村上友太, 佐藤 拓, 佐久間潤, 齋藤 

清. 側頭葉内側から後部および上方に進展する gliomaに対する、occipital interhemispheric transtentorial 
approach(OI/TA)の有用性. 第31回日本微小脳神経外科解剖研究会; 20170422; 東京. 
 
岩楯兼尚, 藤井正純, 神宮字伸哉, 飯島綾子, 古川佑哉, 村上友太, 織田惠子, 市川優寛, 佐久間潤, 齋藤 

清. 頸静脈孔神経鞘腫に対するEndoscope-assisted retrosigmoid approachの有用性. 第31回日本微小脳神経外

科解剖研究会; 20170422; 東京. 講演集. 12:97-100. 
 
佐久間潤, 伊藤裕平, 織田惠子, 齋藤 清, 大谷晃司, 加藤鉄志. 脊髄血管芽腫の一例. 第40回福島脊椎脊髄

疾患研究会; 20170422; 郡山. 
 
岩楯兼尚, 川名 聡, 藤井正純, 市川優寛, 蛭田 亮, 喜古雄一郎, 神宮字伸哉, 佐藤 拓, 佐久間潤, 田
﨑和洋, 橋本優子, 齋藤 清. 頭蓋外浸潤をきたした small cell glioblastomaの一例. 第35回日本脳腫瘍病理学

会; 20170519; 宇都宮. 
 
市川優寛, 藤井正純, 齋藤 清, 佐久間潤, 岩楯兼尚, 佐藤 拓, 神宮字伸哉, 山田昌幸, 黒見洋介. 診断

に苦慮した視神経病変の一例. 第35回日本脳腫瘍病理学会; 20170519; 宇都宮. 
 
蛭田 亮, 神宮字伸哉, 藤井正純, Bakhit Mudathir, 岩楯兼尚, 市川優寛, 佐藤 拓, 齋藤 清, 田﨑和洋. 
著明な腫瘍内リンパ球浸潤を伴い、IgG4関連疾患の併存が疑われた頚静脈孔神経鞘腫の1例. 第35回日本脳腫瘍

病理学会; 20170519; 宇都宮. 
 
神宮字伸哉, 佐藤 拓, 飯島綾子, 市川優寛, 藤井正純, 佐久間潤, 齋藤 清. 全摘出を目指した初発小児頭

蓋咽頭腫の手術成績. 第45回日本小児神経外科学会; 20170603; 神戸. 
 
伊藤裕平, 織田惠子, 藤井正純, 佐久間潤, 齋藤 清, 大原喜裕, 佐野秀樹, 菊田 敦. 腫瘍摘出後早期に播
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種性再発を来したanaplastic ependymomaの1例. 第11回福島小児血液・腫瘍研究会; 20170610; 郡山. 
 
神宮字伸哉, 藤井正純, 伊藤裕平, 岩楯兼尚, 市川優寛, 佐藤 拓, 佐久間潤, 齋藤 清. 当院における

Basal interhemispheric approachによる脳腫瘍摘出術. 第29回日本頭蓋底外科学会; 20170615; 松本. 
 
神宮字伸哉, 佐藤 拓, 村上友太, 伊藤裕平, 市川優寛, 藤井正純, 佐久間潤, 齋藤 清. 頭蓋底部多発ろう

孔に起因する髄液漏に対して修復術を行った1例. 第73回関東脳神経外科懇話会; 20170624; 東京. 
 
蛭田 亮, 藤井正純, 岩楯兼尚, 神宮字伸哉, 市川優寛, 佐久間潤, 齋藤 清. 左海馬傍回から後部帯状回に

伸展する lower grade gliomaの一例. 福島脳腫瘍学術講演会; 20170628; 福島. 
 
長井健一郎, 鈴木恭一, 市川 剛, 渡部洋一, 山田昌幸, 佐藤 拓, 佐久間潤, 齋藤 清. 術中MEPが一過

性に焼失し、術後に片麻痺・不随意運動・情動障害を呈した内頚動脈瘤の1例. 第23回日本脳神経モニタリング

学会; 20170708; 東京. 
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